
                        令和元年６月１日

                           宗教法人 阿蘇神社 

重要文化財６棟 災害復旧工事の進捗について

平素より当神社の災害復旧事業にご理解ご支援を頂き厚く御礼申し上げます。

さて、別添のとおり工事の経過をお知らせいたします。今後も安全性の確保に加え、

文化財の価値を損なわないよう細心の注意を払いながら、慎重かつ丁寧に進めてまいり

ます。

記

報告内容 重要文化財６棟、災害復旧工事の進捗 （附）技術者のコラム 

報告期間 令和元年５月

以上



R1.５月分工事報告＿_＿

竣工写真撮影

工事が完了した楼門以外５棟
の竣工写真撮影を行いました。
プロのカメラマンを呼び、４イン
チ×５インチサイズのフィルムを
用いる大判カメラで撮影しまし
た。

下層化粧垂木繕い

水腐れ部分や倒壊時に生じた
表面のすり疵・へこみなどを、
埋木・矧木・接着剤付けしまし
た。

礎盤据え置き

現状の礎盤上面の高さを正確
に測量するため、礎盤を礎石の
上に戻しました。

礎盤

礎石

この部分の部材です

作成：（公財）文化財建造物保存技術協会　阿蘇神社一の神殿ほか５棟設計監理事務所＿_＿
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作成：（公財）文化財建造物保存技術協会 阿蘇神社一の神殿ほか５棟設計監理事務所

修理工事こぼれ話  楼門以外５棟の主な修理内容 

 阿蘇神社の国指定重要文化財建造物は６棟ありますが、楼門以外の５棟（一の神殿、

二の神殿、三の神殿、神幸門、還御門）は今年３月までで災害復旧工事が完了しました。

工事内容は平成 29 年 6 月より月に 1 回ずつ報告していますが、今回のコラムでは５棟

の修理内容のうち主要なものについて、地震後の破損状況も含めて振り返ってみたいと

思います。

１．神殿の主な破損状況 

 ３棟の神殿で一番被害が大きかったのが三の神殿です。正面向かって左側の柱が礎石

（そせき）や礎盤（そばん）から脱落し、上部の水引虹梁（みずひきこうりょう）が傾

き斗 組（ときょうぐみ）が崩れてしまっていました。中央正面の板扉は、軸で折れ外

れてしまっていました。背面の脇障子（わきしょうじ）下部の斗（ます）と木鼻（きば

な）も、外れてしまっていました。

 一の神殿と二の神殿も、いたるところで破損が見られました。主な破損としては、一

の神殿の背面では、地震により柱が開き、地震前から壁板がずれかかっていたものが完

全にずれてしまいました。二の神殿では、背面の腰長押（こしなげし）が脱落していま

した。

三の神殿正面 地震後の様子 三の神殿 南側脇障子下部 

斗 組

水引虹梁 

礎石・礎盤 

脇障子 

斗と木鼻が 

あった箇所 

腰長押 

一の神殿 背面壁板のズレ 二の神殿 背面腰長押の落下 

落下している 
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３棟の神殿とも正面の浜縁（はまえん）は全体的に歪んでしまいましたが、特に二の

神殿の浜縁の歪みが大きく、浜縁の上の切目長押（きりめなげし）や木階（もっかい）

にも破損がありました。浜縁の前にある石階段もズレが生じていました。また、板扉の

歪みや軸部分の割れ・亀裂が各神殿で見られ、その他様々な破損が多々ありました。

２．神幸門・還御門の主な破損状況 

 楼門脇にある神幸門・還御門は、倒壊は免れました。しかし、親柱（おやばしら）と

呼ばれる中央の丸い柱の、上部にある斗 組がそれぞれ崩れていました。さらに神幸門

は、冠木（かぶき）の上に載る蟇股（かえるまた）も崩れていました。その他様々な破

損が多々ありましたが、神殿・楼門ほどの被害は受けずに済みました。

親柱上の斗 組

蟇股 

二の神殿 地震後の浜縁 二の神殿 浜縁切目長押・木階の破損 

切目長押 

木階 

神幸門 軒下見上げ 神幸門 斗 組の破損

還御門 斗 組の破損 神幸門 蟇股の破損 
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３．主な修理内容

 各神殿ともに破損のあった浜縁・木階は、まず大工さんの手によって解体を行いまし

た。その後、解体した部材を調査し修理方針を決めたのちに、破損の大きい部材は新し

い材に取り替え、再用する部材は大工さんの手で補修を行いました。その補修のことを

繕い（つくろい）と呼びます。取替材の新材加工や繕いが完了したのち、組み立てて復

旧が完了しました。正面石階段のズレも、カニクレーンと呼ばれる小型のクレーンを用

いつつ石工さんによって正規の位置に戻しました。

二の神殿 浜縁・木階解体 二の神殿 浜縁・木階解体完了 

二の神殿 部材繕い 二の神殿 浜縁・木階組立 

一の神殿 石階段位置調整 二の神殿 浜縁・木階復旧完了 
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 一の神殿背面の壁板のズレですが、ズレ落ちたのは柱が開いたことが原因であるため、

柱を元の位置まで引き寄せる作業を行いました。壁板を解体したのち、柱周りを少し揚

屋（あげや）し、中央の写真のように、チェーンブロックという道具を用いて柱を引き

寄せ、元の位置に戻しました。その後、壁板を正規の位置に戻し復旧が完了しました。

 三の神殿の脇障子下の破損は、脇障子を解体し、繕いなどを行ったのち組み立てて復

旧しました。

一の神殿 揚屋 
木材を井桁状に組み 

油圧式ジャッキで行いました 

一の神殿 
チェーンブロックによる柱引き寄せ

一の神殿 壁板の組立 一の神殿 壁板復旧完了 

三の神殿 南側脇障子の解体 三の神殿 脇障子柱の繕い 
金輪継（かなわつぎ）で 
継木（つぎき）しました 
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 各神殿の板扉は、外れているはもちろん、外れていなくても修理が必要なものも大工

さんの手によって取り外し修理を行いました。裂けてしまった軸部分の接着やゆがみ矯

正などを行いました。

神幸門・還御門の崩れてしまった斗 組や蟇股は、大工さんの手によって解体し、繕

いを行い組み立て直し、復旧しました。

４．耐震補強工事

 国指定重要文化財建造物の修理工事では、修理を行う建物の耐震診断を行い、その建

物の耐震性能が不足していると判断された場合、耐震補強を行い耐震性能を向上させる

ということが行われます。今回の修理工事でも耐震診断が行われ、３棟の神殿には床下

に耐震補強を取り付けることになりました。神幸門・還御門は、現状で耐震性能を満た

していると判断されたため、耐震補強は行わないことになりました。

二の神殿 板扉の取り外し 三の神殿板扉 接着補修の様子 

 神幸門 斗 組組立 

神幸門 蟇股復旧完了 

 神幸門 斗 組復旧完了

神幸門 蟇股繕い 
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 ３棟の神殿の耐震補強は木製の補強です。柱や梁の周りに枠組を組み、そこに方杖（ほ

うづえ）という斜め材を取り付けるというものです。柱や梁の周りに枠組を組むことで、

重要文化財の部材に穴をあけるといった加工をすることがないため、神殿本体の部材を

傷つけることがありません。そのため、将来技術が進歩し、今回取り付けた耐震補強で

ある必要がなくなった際に取り外しても、耐震補強する前の状態に戻すことができます。

このような可逆性（かぎゃくせい）のある耐震補強という考えが文化財の修理では重要

視されています。

 神幸門・還御門は耐震補強を行いませんでしたが、耐震性能を満たしていると判断さ

れた要因は何だったのでしょうか。それは門の横に取り付けられているコンクリートの

柱があったからでした。このコンクリート柱ですが、設置についての記録が残っておら

ずはっきりとはわかりませんが、親柱

とボルトで緊結されていることと親

柱の足元の腐朽が大きいことから、い

つかの年代に親柱の補強として取り

付けられたものと思われます。このコ

ンクリート柱が今回の地震でも、大き

な破損を斗 組・蟇股のみに抑える一

端を担ったことが判明しました。その

ため、神幸門・還御門は耐震補強を行

わなかったというよりは、すでに補強

されていたという言い方のほうが正

しいかもしれません。

以上、楼門以外５棟について主な破損状況・修理内容についてみてきました。修理が

完了した現在は、工事完了写真である竣工写真を撮影しています。また、今回の修理工

事についてまとめた修理工事報告書という書籍も作成中であり、撮影した竣工写真もそ

の報告書に掲載されます。文化財建造物は、建物そのものも半永久的に残されていきま

すが、修理の内容を記した報告書も半永久的に残されます。

（石田 陽是）

 一の神殿 床下 耐震補強工事前  一の神殿 床下 耐震補強の様子 

コンクリート柱 

 還御門 正面 



仮
拝
殿

仮参拝所

ガイド待機所

仮参拝所

拝殿・翼廊（全壊）

昭和２３年（１９４８）

【指定寄附金事業】

解体工事（平成 28 年 11 月）

基礎解体工事（平成 30年 8月）

再建準備中

【重文】二の神殿 天保１３年（１８４２）

部分解体修理  着工：平成 29 年 5 月

完了：平成 31 年 3 月

【重文】三の神殿

天保１４年（１８４３）

部分解体修理 

着工：平成 28 年 12 月

完了：平成 30 年 9 月

御札所 昭和３年（１９２８）

部分修理（平成 28 年 9 月）

※楼門脇から移動

【重文】一の神殿

天保１１年（１８４０）

部分解体修理

着工：平成 30 年 7 月

完了：平成 31 年３月

斎館（損壊大）昭和３年（１９２８）

【指定寄附金事業】

修復工事 着工：平成 30 年 4 月

      完了：平成 30 年 11 月

【重文】神幸門

嘉永２年（１８４９）

部分解体修理

着工：平成 29 年 5 月

完了：平成 30 年 9 月

【重文】還御門

嘉永２年（１８４９）

部分解体修理

着工：平成 29 年 5 月

完了：平成 30 年 9 月

１，重要文化財建造物６棟（国・熊本県・阿蘇市の補助事業 令和５年度までの見込み）

第１期【完 了】（平成２８～３０年度）一の神殿・二の神殿・三の神殿・神幸門・還御門の復旧工事、楼門の解体格納工事

第２期【実施中】（平成３１～令和５年度）楼門の復旧（組立）工事

阿蘇神社災害復旧事業 進捗状況 

【重文】楼門（全壊）

嘉永３年（１８５０）

全解体修理

着工：平成 28 年 11 月

完了（見込）：令和 5 年度

１，国県市補助事業対象 ２，阿蘇神社自費事業対象阿蘇神社災害復旧現況図 

２， 拝殿と斎館の復旧は【指定寄附金事業】として実施中

斎館の修復工事は平成３０年１１月に完了 ／ 拝殿の再建工事は着工にむけて準備中

３，その他（御仮屋など飛地境内諸施設の復旧）


